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19 金

22 月 月曜日　休館

23 火 火曜日　休館

20 土 祝日(春分の日)　休館

21 日

祝日（春分の日）休館

29 月 月曜日　休館

31

24 水 水曜日　休館

25 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

26 金 おはなしの森（要申込）

27 土

28

「図書館だより」 2021年３月

石部図書館 ０７４８（７７）６２５２

湖南市石部中央１－２－３

甲西図書館 ０７４８（７２）５５５０

湖南市中央５－５０

湖南市立図書館

◇開館時間：午前10時～午後6時◇本と雑誌 ３０冊 CD１０点

ビデオ ４点 まで

１か月間 借りられます。

甲西図書館で「びわ湖 Free Wi-Fi」を利用

することができます。

ご自身のスマートフォンなどを使って館内

で蔵書検索をするときや、調べものにご利用

ください。1回あたり30分間の利用が可能で

す。詳しくは甲西図書館にお問合せください。

新型コロナウィルス感染症の

感染拡大防止のためのお願い

・館内での滞在は短時間（３０分以内）

で お願いします。

・できるだけ少人数での来館をお願いし

ます。

・マスク着用にご協力ください。

・図書館への入館前後は、手洗いや手指

の消毒等をお願いします。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 電子図書館

Free Wi-Fi が使えます

おはなしの森（乳幼児と保護者向け）

図書館員による、おはなし会です。

【日時】3月 26日（金）

午前10時30分から（15分程度）

【場所】甲西図書館 ２階

【定員】3組

【申込方法】3月 19日（金）午前10時

から、甲西図書館の電話および甲西図書館

のカウンターで予約を受け付けます。
・読み手はマスクなどを着用します。

・会場は、入口を開けて換気します。

・体調の悪い方のご参加はお断りすることがあります。

・マスク着用にご協力をお願いします。

・新型コロナウィルス感染症の発生状況により、中止

となる場合があります。

返し忘れの本はありませんか?
進学や就職、転勤など引っ越しの季節にな

りました。図書館の本は、次に読みたい人が

待っていることもあります。返し忘れの本があ

れば、すぐにお返しください。

おはなし会（要申込）

11月に甲西図書館で開催しました「本と

雑誌のリサイクル」で残った本と雑誌を、

甲西図書館正面玄関右側のリサイクルコー

ナーに置いています。どうぞご自由にお持

ちかえりください。（リサイクルの本と雑

誌がなくなった時点でコーナーは終了しま

す。）

リサイクルコーナー
甲西

甲西

甲西
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阿星あかつき保育園 3月4日（木） 午後1時30分～2時

HOPPA石部南 3月4日（木） 午後2時15分～2時45分

平松こども園 3月5日（金） 午後1時30分～2時

岩根東農業集落センター 3月5日（金） 午後2時45分～3時15分

三雲ふれあいセンター 3月10日（水） 午後1時30分～2時

三雲くじら保育園 3月10日（水） 午後2時15分～2時45分

下田小学校 3月11日（木） 午後0時55分～1時20分

下田まちづくりセンター 3月11日（木） 午後1時30分～2時

下田こども園 3月11日（木） 午後2時15分～2時45分

水戸小学校 3月12日（金） 午後1時～1時30分

HOPPA湖南水戸 3月12日（金） 午後1時45分～2時15分

市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 3月12日（金） 午後2時30分～3時

認定こども園水戸幼稚園 3月17日（水） 午後1時～1時30分

しおん園 3月17日（水） 午後1時45分～2時15分

北山台自治会館 3月17日（水） 午後2時45分～3時15分

柑子袋まちづくりセンター 3月18日（木） 午前11時～11時30分

菩提寺くじら認定こども園 3月18日（木） 午後2時～2時30分

菩提寺まちづくりセンター 3月18日（木） 午後3時～3時30分

石部保育園 3月19日（金） 午後2時30分～3時

石部南まちづくりセンター 3月27日（土） 正午～1時

移動図書館車マツゾウくん 3月の巡回予定

※お借りになった本や、移動図書館車についてのお問い合わせは甲西図書館へお願いします。

※悪天候などで運休になる場合もあります。

※移動図書館車マツゾウくんでお借りいただいた湖南市立図書館の本は、石部・甲西の両図書館、各まち

づくりセンターおよび市民学習交流センター（サンヒルズ甲西）でもご返却いただけます（平日の午前8時

30分～午後５時15分まで）。

広報こなん11月号（2020年）の特集は、「With コロナ あなたに寄り添う図書館」でした。

移動図書館車マツゾウくんと電子図書館が大きくとりあげられました。広報こなんのバックナン

バーは、パスワードがなくても電子図書館で見ていただくことができます。

目の不自由な方へのサービス

「プレクストーク」

図書館では視覚障がいを持つ方（１級～６

級）に、「広報こなん」「読売新聞編集手帳」

「湖南市議会だより」のＣＤ図書を無料で貸出し

ています。CD図書を聞くためには、プレクス

トークという専用の機器が必要です。こちらも貸

出しています。詳しくは、甲西図書館へお問合せ

ください。

湖南市電子図書館に新しく約350点
の電子図書が追加されました
どうぞご利用ください



新着図書から

書名 著者名 出版者 請求記号

　　人文科学・社会科学
人間にとって教養とはなにか 橋爪　大三郎／著 SBクリエイティブ 002 ﾆ
図書館の外は嵐 穂村　弘／著 文藝春秋 019.9 ﾄ
つかふ 鷲田　清一／著 小学館 104 ﾂ
はじめてのウィトゲンシュタイン 古田　徹也／著 NHK出版 134.9 ｳﾞｨ
老いの孤独は冒険の時間 石川　恭三／著 河出書房新社 159.7 ｵ
近江の狛犬を楽しむ 小寺　慶昭／著 サンライズ出版 S 175.5 00
顔の考古学 設楽　博己／著 吉川弘文館 210.2 ｶ
太平天国 菊池　秀明／著 岩波書店 222.0 ﾀ
史上最大の革命 ローベルト・ゲルヴァルト／著 みすず書房 234.0 ｼ
古代マヤ文明 鈴木　真太郎／著 中央公論新社 256.0 ｺ
誤読のイタリア ディエゴ・マルティーナ／著 光文社 361.4 ｺﾞ
ルポルタージュイスラムに生まれて 読売新聞中東特派員／著 ミネルヴァ書房 367.2 ﾙ
むすびえのこども食堂白書 湯浅　誠／編 本の種出版 369.4 ﾑ

　　政治・経済
何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ／著 朝日新聞出版 304 ﾅ
自分ごとの政治学 中島　岳志／著 NHK出版 311 ｼﾞ
ロッキード 真山　仁／著 文藝春秋 312.1 ﾛ
デモクラシーの整理法 空井　護／著 岩波書店 313.7 ﾃﾞ
世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ／著 明石書店 316.8 ｾ
ブラック霞が関 千正　康裕／著 新潮社 317.3 ﾌﾞ
甦る、抵抗の季節 保阪　正康／講演 言視舎 319.8 ﾖ
ガザ、西岸地区、アンマン いとう　せいこう／著 講談社 329.3 ｶﾞ
外国にルーツを持つ女性たち 嶋田　和子／著 ココ出版 334.4 ｶﾞ
株式会社の世界史 平川　克美／著 東洋経済新報社 335.4 ｶ

　　科学・医学・工学
学びなおす算数 小林　道正／著 筑摩書房 410 ｺ
地球に月が2つあったころ エリック・アスフォーグ／著 柏書房 445 ﾁ
日本列島の未来 中島　淳一／著 ナツメ社 453.2 ﾆ
流域ガバナンス 脇田　健一／編 京都大学学術出版会 468 ﾘ
動物園・その歴史と冒険 溝井　裕一／著 中央公論新社 480.7 ﾄﾞ
空飛ぶヘビとアメンボロボット デイヴィッド・フー／著 化学同人 481.3 ｿ
たたかう免疫 NHKスペシャル取材班／著 講談社 491.8 ﾀ
父と娘の認知症日記 長谷川　和夫／著 中央法規出版 493.7 ﾁ
視力を失わないために今すぐできること 深作　秀春／著 主婦の友社 496 ｼ
そこに工場があるかぎり 小川　洋子／著 集英社 509.2 ｿ
マツダ100年 中国新聞社報道センター経済担当／著 中国新聞社 537.0 ﾏ
人類はふたたび月を目指す 春山　純一／著 光文社 538.9 ﾊ

　　芸術・スポーツ
刻(とき)を描く 田渕　俊夫／著 求龍堂 721.9 ﾄ
ポスターアート集 幻影 ローラン・デュリュー／著 グラフィック社 727.6 ﾎﾟ
東京ぼくの生まれた街 石川　直樹／著 エランド・プレス 748 ﾄ
TIMELESS石岡瑛子とその時代 河尻　亨一／著 朝日新聞出版 757.0 ｲｼ
音楽はお好きですか? 藤岡　幸夫／著 敬文舎 760.4 ｵ
アニメ大国の神様たち 三沢　典丈／著 イースト・プレス 778.7 ｱ
赤の継承 緒方　孝市／著 光文社 783.7 ｵｶﾞ
山の観天望気（かんてんぼうき） 猪熊　隆之／著 山と溪谷社 786.1 ｲ
証言羽生世代 大川　慎太郎／著 講談社 796 ｵ
西洋アンティーク・ボードゲーム エイドリアン・セビル／著 日経ナショナルジオグラフィック社 798.0 ｾ

１月に図書館に新しく入った本の中から一部を紹介します。これ以外にも、こんな本が読みたい、こんな本を探し
ているといったときは、お気軽に職員におたずねください。貸出中のこともありますので、予約していただくと確実
に借りられます。図書館にない本でも、購入したり、他の図書館から借り受ける等して、ご要望におこたえします。
図書館ホームページでは、「新着案内」で、新しく入った本が随時ご覧いただけます。



　　日本文学
「可能性の文学」への道 織田　作之助／著 本の泉社 904 ｶ
妖怪少年の日々 荒俣　宏／著 KADOKAWA L ｱﾗ
江戸川乱歩と横溝正史 中川　右介／著 集英社 B L ｴﾄﾞ
文豪たちの西洋美術 谷川　渥／著 河出書房新社 910.2 ﾌﾞ
伊藤一彦が聞く牧水賞歌人の世界 伊藤　一彦／編・著 青磁社 911.1 ｲﾄ
隣の国のことばですもの 金　智英／著 筑摩書房 911.5 ｲﾊﾞ
多和田葉子の<演劇>を読む 谷川　道子／編 論創社 912.6 ﾀﾜ
書店員と二つの罪 碧野　圭／著 PHP研究所 F ｱｵ
だいちょうことばめぐり 朝吹　真理子／著 河出書房新社 F ｱｻ
飛石を渡れば 一色　さゆり／著 淡交社 F ｲｯ
ヘーゼルの密書 上田　早夕里／著 光文社 F ｳｴ
擬傷（ぎしょう）の鳥はつかまらない 荻堂　顕／著 新潮社 F ｵｷﾞ
最後は会ってさよならをしよう 神田　澪／著 KADOKAWA F ｶﾝ
コンジュジ 木崎　みつ子／著 集英社 F ｷｻﾞ
ははのれんあい 窪　美澄／著 KADOKAWA F ｸﾎﾞ
花は散っても 坂井　希久子／著 中央公論新社 F ｻｶ
料理なんて愛なんて 佐々木　愛／著 文藝春秋 F ｻｻ
自転車に乗って 伊藤　礼／ほか著 河出書房新社 F ｼﾞﾃ
書医あづさの手控(クロニクル) 白戸　満喜子／著 文学通信 F ｼﾛ
元彼の遺言状 新川　帆立／著 宝島社 F ｼﾝ
あなたがはいというから 谷川　直子／著 河出書房新社 F ﾀﾆ
十年後の恋 辻　仁成／著 集英社 F ﾂｼﾞ
小説秋月鶴山 童門　冬二／著 PHP研究所 F ﾄﾞｳ
紅蓮の雪 遠田　潤子／著 集英社 F ﾄｵ
キャッシー 中森　明夫／著 文藝春秋 F ﾅｶ
ヘルメースの審判 楡　周平／著 KADOKAWA F ﾆﾚ
転職の魔王様 額賀　澪／著 PHP研究所 F ﾇｶ
旅する練習 乗代　雄介／著 講談社 F ﾉﾘ
「原っぱ」という社会がほしい 橋本　治／著 河出書房新社 F ﾊｼ
睦家（むつけ）四姉妹図 藤谷　治／著 筑摩書房 F ﾌｼﾞ
猫がこなくなった 保坂　和志／著 文藝春秋 F ﾎｻ
累々 松井　玲奈／著 集英社 F ﾏﾂ
ワンダフル・ライフ 丸山　正樹／著 光文社 F ﾏﾙ
ヴェルサイユ宮の聖殺人 宮園　ありあ／著 早川書房 F ﾐﾔ
商店街のジャンクション 村木　美涼／著 早川書房 F ﾑﾗ
小説西海屋騒動 谷津　矢車／著 二見書房 F ﾔﾂ
アンブレイカブル 柳　広司／著 KADOKAWA F ﾔﾅ
私のカレーを食べてください 幸村　しゅう／著 小学館 F ﾕｷ
ぜにざむらい 吉川　永青／著 朝日新聞出版 F ﾖｼ
クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺　優／著 中央公論新社 F ﾜﾀ
旅を栖(すみか)とす 高橋　久美子／著 KADOKAWA 915.6 ﾀｶ
工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報酬 今野　浩／著 青土社 916 ｺﾝ
江戸漢詩選　上 揖斐　高／編訳 岩波書店 B 919.5 ｴ 1

　　外国文学
わたしたちが光の速さで進めないなら キム　チョヨプ／著 早川書房 929.1 ｷﾑ
月に聞かせたい話 シン　ギョンスク／著 クオン 929.1 ｼﾝ
仕事の喜びと哀しみ チャン　リュジン／著 クオン 929.1 ﾁｬ
続けてみます ファン　ジョンウン／著 晶文社 929.1 ﾌｧ
死にたいけどトッポッキは食べたい　2 ペク　セヒ／著 光文社 929.1 ﾍﾟｸ 2

ミラクル・クリーク アンジー・キム／著 早川書房 933 ｷﾑ
オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933 ｽﾄ
真っ白な噓 フレドリック・ブラウン／著 東京創元社 B 933 ﾌﾞﾗ
ラスト・トライアル ロバート・ベイリー／著 小学館 B 933 ﾍﾞｲ
炎と血　1 ジョージ・R.R.マーティン／著 早川書房 933 ﾏﾃ 1
テナント バーナード・マラマッド／著 みすず書房 933 ﾏﾗ
前-哲学的 内田　樹／著 草思社 950.4 ｳﾁ
赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン／著 新潮社 953 ﾛﾗ
ゼーノの意識　上 ズヴェーヴォ／作 岩波書店 B 973 ｽﾞｳﾞ 1


